
“特に大量の部品データを扱
う設計者は、eVDIのメリッ
トを享受しています。デー
タのダウンロードが不要に
なったことで作業時間が大
幅に短縮されました”

̶日産自動車株式会社
グローバル情報システム本部
エンジニアリングシステム部
主管　
松木 幹雄 氏

目的
グローバル同時開発体制の強化による開発リード
タイムの短縮。最新のCAD情報、PDM情報を一元
管理し、同時開発による生産性向上と管理コスト
の低減、セキュリティ強化を実現する。また、技術
者には時間と場所に左右されない柔軟なワークプ
レイスを提供する。

日産自動車が、eVDIによる
次世代グローバル設計基盤を
業界に先駆けて構築
HPE ProLiant WS460c Graphics Server Bladeを採用し
日米欧3拠点での設計情報の共有と同時開発を実現

Case Study

ITの効果
• クラス最高水準の性能を誇るインテル® Xeon® 
プロセッサー E5-2600 v3 製品ファミリー搭
載の｢HPE ProLiant WS460c Graphics Server 
Blade」を採用し3D CADアプリケーション処理の
高速化を実現

• GPU仮想化技術をサポートする「NVIDIA GRID 
K2ボード」を搭載し、3D CAD／PDMに対応した
eVDI環境を構築

• HPE 3PAR StoreServ 7400ストレージを採用し
"フラットSAN構成"によりサーバー＝ストレージ接
続をシンプル化

• 概念実証から性能検証、チューニングまでHPEが
支援し、海外拠点からの高速なレスポンスを実現

ビジネスの効果
• グローバルで一元化された設計情報に基づく同
時開発により、開発リードタイムを短縮

• 設計情報の一元管理によるセキュリティ強化

• 場所によらないCAD業務や手配業務など、仮想
デスクトップを利用する新しいワークスタイルが
可能に

• eVDIによりCAD／PDMシステム準備のリード
タイムを最小化し、グローバル開発拡大に対応

アプローチ
GPU仮想化技術を採用し、3D CADアプリケー
ション画面の高速配信に対応した「エンジニアリン
グ仮想デスクトップ環境（eVDI）」を構築し、日米
欧の３つの開発拠点から一元管理されたCAD／
PDM情報に高速アクセスできる次世代設計基盤を
構築する。15の業務シナリオと評価基準を策定し、
自動車業界初の本格的なグローバル利用を目指す。
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チャレンジ
海外開発拠点の連携と
生産性を支える設計基盤
日産は、2011年策定の中期経営計画「日産パ
ワー 88」において世界シェア8％、営業利益率
8％という目標を掲げ、世界各地の市場で攻勢
をかけている。その成果は眼を見張るものだ。
世界販売台数は6年度連続で過去最高を更新
し、北米、西欧といった主力市場では短期間の
新車攻勢によりシェアを急速に拡大している。

日産の世界市場開拓の原動力となっているの
は、グローバルな開発体制から生み出される魅
力的な商品群である。日産では世界 16ヶ所の
開発拠点が連携し、現地の市場ニーズに応える
多彩な車種を開発している。今回、日産は、その
海外開発拠点に向けた次世代設計基盤を構築
した。プロジェクトを率いたグローバル情報シ
ステム本部エンジニアリングシステム部主管の
松木幹雄氏はその背景を次のように語る。

「グローバル開発体制を支える基盤として日産
では全社のPDM／CADデータを一元的に管
理するシングルデータベースを構築し、拠点間
の情報共有を推進してきました。これにより拠
点間の連携は進みましたが、一方では共有デー
タのダウンロードによる業務効率の低下とい
う新たな問題も生まれたのです」

PDM／CADデータは容量が大きく、WANを
介した伝送には時間がかかる。車両全体のデジ
タルモックアップなど大きな設計データの場合
にはダウンロードに数時間を要することもあっ
たという。

「シングルデータベースによる情報共有のメ
リットを現場の生産性を損なうことなく享受で
きるしくみが求められていました。日産の商品
開発力を強化するために、グローバル開発体制
を支える新たな設計基盤を構築することにし
たのです」

ソリューション
3D CAD画面を高速配信する
eVDI技術に注目
日産が当初、検討したのはマルチサイト方式
だった。PDM／CADデータベースを主要開発
拠点に分散配置することでダウンロード時間の
短縮を図るしくみだが、データベースの同期が
必要で各拠点に運用負荷が発生、さらに将来の
グローバル開発プロジェクトの増加に対応で
きなくなるという問題があったという。

その代替案として浮上したのが「エンジニアリン
グ仮想デスクトップ環境（eVDI）」である。サー
バー上の仮想ワークステーションにPDMや
3D CADアプリケーションを置き、手元のデス
クトップからその画面を操作する方式だ。ユー
ザーには画面だけが転送されるのでWANを
介したCADデータのダウンロードなしに最新
データを共有できる上、データの漏洩などセ
キュリティ上のリスクも回避できる。

「2013年にGPUを高密度で共有する『NVIDIA 
GRID』が発表され、3D CADアプリケーション
を利用する際のコスト面の問題も解消された
ことから、具体的な検討に入りました」とグロー
バル情報システム本部エンジニアリングシステ
ム部の高畠聡士氏は当時を振り返る。高畠氏ら
はNVIDIA GRIDを評価用のシステムに搭載
し、アメリカ、イギリスのエンジニアに3D CAD
アプリケーションの使い勝手を検証してもらっ
た。しかしその評価は「操作性が悪く業務には使
えない」という否定的なものだった。これを受け
て部内の意見はマルチサイト方式の採用に傾い
ていったという。

この流れを変えたのが2014年にプロジェクト
リーダーに就任した松木氏である。シングルデー
タベースのメリットを活かせるeVDIを高く評価
していた松木氏はその再評価を行うことにした。

「最初のトライアルのときにはeVDIが本来の性
能を発揮できる環境を用意できず、評価基準もあ
いまいでした。IS/IT部門横断で組織したプロジェ
クトにより本番環境を想定したシステムを構築、さ
らにCAD業務のエキスパートにも協力をお願い
して徹底的なチューニングを施した上で、実際の
業務に即した客観的な評価基準に基づいて、き
ちんと評価し直すことにしたのです」（松木氏）

日産自動車株式会社
グローバル情報システム本部
エンジニアリングシステム部
主管　
松木 幹雄 氏

日産自動車株式会社
グローバル情報システム本部
エンジニアリングシステム部　
高畠 聡士 氏

日産自動車株式会社
グローバル IT 本部
IT インフラサービス部　
野口 博隆 氏

日産自動車株式会社
グローバルIT本部
ITインフラサービス部
森本 照尚 氏

日産自動車は、グローバル開発拠点における3D CAD アプリケーション
の利用環境として「エンジニアリングVDI」技術を用いた次世代設計基盤
を構築した。エンジニアリングVDIの本格的グローバル利用という自動
車業界初※の試みを可能にしたのは、クラス最高水準の性能を誇るイン
テル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3 製品ファミリー搭載のブレー
ド型ワークステーション「HPE ProLiant WS460c Graphics Server 
Blade」とGPU高速化ソリューション「NVIDIA GRID」である。グローバ
ルなコンカレントエンジニアリングを加速する“攻めのIT”が、日産自動車
の世界戦略を支えている。 ※NVIDIA調べ
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ブレード型ワークステーションを採用し
仮想デスクトップ環境を構築
評価用のシステムについては、本番稼働を想定
し、eVDIの性能を最大限に発揮できるハード
ウェア、ソフトウェアを選定することになった。
検証環境の提供から、製品提案までトータルに
サポートしたのが日本ヒューレット・パッカード
である。システム構築を担当したグローバル IT
本部 ITインフラサービス部の野口博隆氏は次
のように語る。

「HPEは機能や性能だけではなく、既存環境と
の整合性、ネットワークリソースへの影響、将来
の拡張性などあらゆる角度から、日産の業務要
件やシステム環境に最適なシステムを提案して
くれました」（野口氏）

サーバーは、クラス最高水準の性能と拡張性の
インテル® Xeon®プロセッサー E5-2600 v3 
製品ファミリーを搭載するブレード型ワークス
テーション「HPE ProLiant WS460c Graphics 
Server Blade」が選ばれた。高い基本性能に
加えて「NVIDIA GRID K2」の高密度搭載が可
能な専用エクスパンション、帯域の有効活用と
ネットワークのシンプル化に貢献する I/O仮
想化テクノロジー HPEバーチャルコネクトが、
3D CADアプリケーション処理の高速化を支え
る。なお、仮想化ソフトウェアとしては、ハイグラ
フィックアプリの利用を可能にするDX 3D Pro 
Graphics機能を備えた「Citrix XenDesktop」
が採用された。

米英の拠点と連携し
eVDIをチューニング
2014年の4月から、評価用システムの構築、
チューニングと、アメリカ、イギリス、日本の3
拠点における検証が行われた。グローバル IT
本部はサーバー担当の野口氏やネットワーク
担当の森本照尚氏ら ITインフラサービス部の
トップエンジニアからなる精鋭チームを編成し

これにあたった。日本ヒューレット・パッカード
も�ヶ国を横断するプロジェクトチームを立ち
上げ、現地の検証環境の構築からチューニング
時の問題解決までをトータルに支援した。

「まず、エンジニアの個人的な意見に左右され
ない評価基準を用意しました。現地の業務を分
析し、3Dデータの作成からビューアーによる閲
覧まで 15の利用シーンを想定した評価シナリ
オを作成したのです」（高畠氏）

この評価シナリオに基づいて現地のエンジニ
アがその日の実際の業務の中でeVDIを利用
する。野口氏や森本氏らはそこで指摘された問
題をその日のうちに解決して翌日の検証に備
えたという。海外拠点との時差を活かした 24
時間体制で検証・チューニングを繰り返して
いったのである。

「参考事例が少なく、レスポンス低下時の問題
の切り分けも当初は試行錯誤の連続でした。
HPEのコンサルタントと協力して問題解決に
当たる中で共にノウハウを蓄積していきまし
た」（野口氏）

最も大変だったのはネットワーク周りのチュー
ニングだったという。森本氏は次のように語る。

「WAN回線におけるeVDIではレイテンシーや
利用帯域においてLAN環境と違う工夫が必要
です。HPEは擬似環境上で様々なパターンを
検証して最適なネットワーク構成や帯域をアド
バイスしてくれました。原因不明のレスポンス
遅延が生じたときも私たちと一緒に問題解決
に尽力してくれました」（森本氏）

2014年8月、eVDIシステムは、現地のエンジ
ニアが納得する次世代設計基盤として正式導
入が決まり、本番環境の構築が始まった。再評
価プロジェクトがスタートしてわずか�ヶ月目
のことである。

日産テクニカルセンター
ノースアメリカ（NTCNA）

eVDIサーバー（日産本社）

日産テクニカルセンター
ヨーロッパ（NTCE）

海外開発拠点（イギリス） 海外開発拠点（アメリカ）

Citrix XenDesktop

NVIDIA GRID K2

Citrix XenServer

シーメンスNX™（CAD）
シーメンスTeamcenter®（PLM）

ブレード型ワークステーション
HPE ProLiant WS460c
Graphics Server Blade

統合ストレージ
HPE 3PAR

StoreServ 7400

●管理の一元化により運用コストを低減
●セキュリティ、ガバナンスのレベル向上
●海外拠点でのCAD業務のレスポンスを改善
●拠点間連携による開発リードタイムの短縮

●eVDIによる日産自動車の次世代設計基盤

インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2600 v3 製品ファミリー搭載
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せて、ソリューションベンダーとしてのHPEの
総合力を実感しました」（野口氏）

海外拠点での利用を前提として開発された次
世代設計基盤だが、現在はルノーに出張してい
るエンジニアも利用しているという。

「eVDIの3D CAD画面を利用したインタラク
ティブなプレゼンテーションによって、ルノーの
エンジニアとの間でより精度の高い打合せがで
きるようになりました。利用する端末を選ばず
に、PDMや３D CADをいつでもどこでもセキュ
アに利用できるeVDIは、今後エンジニアの業
務のポテンシャルを飛躍的に拡大してくれるで
しょう」（松木氏）

「日産パワー 88」と連動したグローバル IS/
IT戦略「VITESSE」を展開する日産は、経済産
業省、東京証券取引所が指定する「攻めの IT
経営銘柄」に2015年、16年と2年連続で選
ばれた。今回の次世代設計基盤構築はまさに
VITESSE が目指す「Value Innovation＝部門
や地域をまたがる機能提供による価値創造」
を具現化するものだ。グローバルなコンカレン
トエンジニアリングを加速する“攻めの IT”が、
日産の次の世界戦略を支えていく。

詳しい情報
HPE ProLiantについてはこちら
www.hpe.com/jp/proliant
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ベネフィット
場所も時間も端末も選ばない
画面利用で広がる “攻めの IT”
eVDIを利用した次世代設計基盤は日本、アメ
リカ、イギリスの3拠点で利用されている。それ
ぞれの拠点では、従来のローカルワークステー
ション環境とeVDI環境をエンジニアが自由に
選択できる。

「特に大量の部品データを扱う設計者は、eVDI
のメリットを享受しています。データのダウン
ロードが不要になったことで作業時間が大幅に
短縮されました」（松木氏）

システム基盤としてのメリットも大きいという。

「数多くのCADアプリケーションを集約した仮
想環境を持ったことで、必要時に短納期で提供
できます。またGPUのドライバの更新や、ソフト
ウェアのアップグレードによりVDIの性能を向
上できるため、システム投資の抑制にもつなが
りました。最小限の設備投資ですぐに利用でき
る設計基盤として、今後は新規拠点などにおけ
る利用を促進していきます」（松木氏）

高畠氏、野口氏は、今回のプロジェクトの成功に
は、日本ヒューレット・パッカードの協力が欠か
せなかったと言う。

「eVDIの性能は的確なチューニングによって初
めて引き出すことができます。HPEが実践の中
でそのノウハウをいち早く蓄積してくれたこと
が今回の成功につながりました。他社にないノ
ウハウを私たちと共有するパートナーを得られ
たことがこれからの日産の強みになるでしょう」
（高畠氏）

「今回HPEは私たちの要望を的確に把握した上
で、Citrix、NVIDIAといった他のベンダーと連
携して、最適なシステムを提供してくれました。ア
メリカやイギリスにおけるサポート体制も合わ

ソリューション概略

導入ハードウェア
• HPE ProLiant WS460c Graphics 

Server Blade

• HPE 3PAR StoreServ 7400

• NVIDIA GRID K2

導入ソフトウェア
• HPE Systems Insight Manager

• Citrix XenDesktop

• Citrix XenServer

導入サービス
• データセンターケア
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“eVDIの3D CAD画面を利用したインタラクティブなプレゼンテーション
によって、ルノーのエンジニアとの間でより精度の高い打合せができる
ようになりました。利用する端末を選ばずに、PDMや３D CADをいつ
でもどこでもセキュアに利用できるeVDIは、今後エンジニアの業務の
ポテンシャルを飛躍的に拡大してくれるでしょう”


